
緑区制50周年記念事業実行委員会名簿
実行委員会役職名 団体名および役職名 氏　名

委員長・
区民まつり部会長 緑区連合自治会長会 会長 塚田　順一

副委員長

緑区体育協会 会長 杉山　郡啓
緑区商店街連合会 会長 奥津　守

加藤　龍昭
緑区民生委員児童委員協議会 会長 横塚　靖子
緑交通安全協会 会長 鈴木　正雄

岩岡　紀一
総務部会長 長津田自治連合会 会長 井上　敏正

記念事業部会長 鴨居連合自治会 会長 木村　赳

会計 緑区青少年指導員連絡協議会 会長 松浦　正義
緑区老人クラブ連合会 会長 中野　喜久一

監事 横浜市緑消防団 団長 岡部　一郎
緑区子ども会連絡協議会 会長 野中　文子

委員

東本郷地区連合自治会 会長 名取　隆司
山口　武彦

竹山連合自治会 会長 大谷　務
白山地区連合自治会 会長 山口　章
新治中部地区連合自治会 会長 臼井　孝一

相原　磯光
山下連合自治会 会長 篠﨑　慧
三保地区連合自治会 会長 土志田　誠人
新治西部地区連合自治会 会長 松浦　正義（再掲）

田中　賢
十日市場団地連合自治会 副会長 川村　武子

会長 宮本　増穂
霧が丘連合自治会 会長 塚田　順一（再掲）
緑区社会福祉協議会 会長 井上　敏正（再掲）
緑保護司会 会長 木村　升
緑区心身障害児者福祉団体連絡協議会 会長 市木　智子
日本ボーイスカウト・ガールスカウト緑区連絡会 会長 磯辺　磨梨子
緑区環境事業推進委員連絡協議会 会長 石井　作治郎
横浜農業協同組合　新治支店 支店長 海野　泰

重田　孝幸
横浜農業協同組合　長津田支店 支店長 杉田　明

榊原　長則
一般社団法人　横浜北工業会　緑・青葉支部 支部長 向後　英夫
横浜商工会議所　みどり支部 支部長 河原　裕典
横浜市中央農業委員会 会長職務代理者 守谷　弘
緑区食品衛生協会 会長 三谷　英雄

杉崎　孝一
横浜建設業協会　緑区会 会長 平田　恵介

中鉢　誠一
神奈川県LPガス協会　横浜北支部 支部長 白井　久美

長瀬　進
公益社団法人　神奈川県宅地建物取引業協会　横浜北支部 支部長 岡田　日出則
緑防犯協会 会長 土志田　誠人(代行・再掲)

相原　磯光（再掲）
田中　賢（再掲）

緑・事業所防犯協会 会長 村松　勇治
緑安全運転管理者会 会長 川島　健
緑青少年交通安全連絡協議会 会長 平田　恵介（再掲）
緑火災予防協会 会長 小林　成弘

鈴木　正光
緑区PTA連絡協議会 会長 名取　勲

秋山　英樹
島田　潤

緑区小学校長会 代表 川井　伸司
小林　広昭
三上　令子
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実行委員会役職名 団体名および役職名 氏　名

委員

緑区中学校長会 代表 手島　史喜
八木　範夫

緑区スポーツ推進委員連絡協議会 会長 平井　孝幸
緑区保健活動推進員会 会長 勝田　睦子
一般社団法人　横浜市緑区医師会 会長 二宮　浩

池田　信之
緑区歯科医師会 会長 遠見　治
緑区薬剤師会 会長 塩田　修司
緑区獣医師会 会長 草場　翔央

千葉　隆史
舘野　尚基

緑区食生活等改善推進員会 会長 山村　藤子
狩山　千佳子

公益社団法人　緑法人会 副会長 串田　賢司
緑納税貯蓄組合連合会 会長 田中    良和

岸　蔚
一般社団法人　みどり青色申告会 副会長 戸澤　明
東京地方税理士会　緑支部 支部長 石渡　稔之

細谷　佳世
緑間税会 副会長 中山　恭男
緑区消費生活推進員の会 代表 前田　實

八木　恵美
横浜みどりライオンズクラブ 49期会長 三好　吉典

48期会長 浅井　悦男
47期会長 久保田　眞吾

横浜緑ロータリークラブ 2015-16年度会長 露木　健造
一般財団法人　なかやまラブニールまちづくり記念財団 理事長 相原　征雄

相原　勤

参与

東京電力パワーグリッド株式会社　鶴見支社 支社長 柳瀬　徹
藤家　美奈子

東京ガス株式会社　神奈川支社 支社長 小和田　祐子
中山　潔

東日本旅客鉄道株式会社　長津田駅 駅長 石黒　功
望月　章成

東急電鉄株式会社　長津田駅 駅長 組谷　和夫
大和　幸雄

神奈川中央交通株式会社　中山営業所 所長 多田　稔
相鉄バス株式会社　旭営業所 所長 福田　有二
横浜交通開発株式会社　緑営業所 所長 小尾　文男

榎下　陽一郎
県立四季の森公園管理事務所 所長 中村　透
緑警察署 署長 磯野　正彦

阿部　篤
緑消防署 署長 中村　榮宏

星川　正幸
鴨居駅前郵便局 局長 小原　伸士

小林　順子（緑郵便局長）
宮﨑　登（緑郵便局長）

緑区役所 区長 小野﨑　信之
緑区役所 副区長 三瓶　一道

林　昭宏
緑福祉保健センター（緑区役所） センター長 室谷　洋一

小口　秀明
緑福祉保健センター（緑区役所） 担当部長 市川　一弘

豊　基信
緑土木事務所（緑区役所） 所長 関戸　義仁

顧問

横浜市会議員 鴨志田　啓介
横浜市会議員 今野　典人
横浜市会議員 高橋　正治
横浜市会議員 斉藤　達也
神奈川県議会議員 柳下　剛
神奈川県議会議員 古賀　照基

（令和元年10月1日現在。敬称略。同一役職内の下段は前任者）
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